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けましておめでとうございま

明

サービスがいるのかいらないのかが

動支援事業」にして欲しいと要望し

す。2014 年の新しい年を迎え

問題となっています。今の制度改正

ていたもので、厚労省の担当者も理

ました。今年も特定非営利活動法人

になって、発達障害の人たちも全て

解を示していたが、新しい制度を財

奈良県自閉症協会活動へのご協力よ

のサービスを利用できることになっ

務省に持って行った時に、この名前

ろしくお願いします。

ています。

ではお金を引き出す為に納得してく

京の話ですが、発達障害支援

サービスの中で、とりわけ障害福祉

東

れないのではということでした。活

センターに相談中の人で、高

動というと、どうでもいいととられ

サービスが必要な人は 3 分の 2 が意

機能で大学も出ているが、どうにも

てしまい、財務省からお金を引き出

思決定支援の必要な知的障害・精神

こうにも就労に結びつかない。行く

さすためには、「介護」の名前をつ

障害の人たちです。現在このサービ

場がない人が多くいるようです。こ

けた方が良いということで今付いて

ス内容を決めるための、障害程度区

の人たちに、どう支援するかを考え

いるのです。今度の「意思決定支援」

分の問題がクローズアップされてい

る中、入所・通所施設やグループホー

を入れる時にも生活介護事業を生活

ます。精神障害の人たちの勉強会に

ム等施設の支援の話ですが「生活介

活動支援にして欲しいと申し出た

参加した時、閉じこもり、引きこ

護事業」を利用してはどうかという

が、現在の制度がもう少し定着する

前回お話したように総合福祉法の

もってしまって洗濯も掃除もしない
で家のがひっくりかえっている人が

謹賀新年

毎月（１・２・３・４・５・６・７・８の日）発行

おり、私たちはには重度に見えるし

まではこのままにしておき、次の改
訂では活動支援に改めていこうとい
うことになっています。実際に生活

何とかしたいが、支援の必要性を説

ことになりました。就労 B というの

介護事業を始め、親も本人も納得し、

明しても認められず、らちがあかな

があるが、職員配置が極端に少なく、 行政の区分判定に出したところ、こ

い。今の支援区分なら一次判定で１

このような、非常に手がかかり、し

だわりの強い様子を実際見た検査官

か２、あるいは、区分さえ出ないか

ばしば一対一の細かい対応が必要な

は区分 5 ぐらいだといわれた人が、

もしれないというのです。そんな中、 人にはむきません。生活介護事業と

各市町村では区分１か 2 しかでない

刑を終えた出所者のことが自立支援

はもともと知的障害の通所施設の重

ようです。そこで、このような人は

法で大問題になり、また、大運動と

度の人の施設制度支援をつくるため

一律区分３にしています。なぜなら

なりました。一対一の対応と、きめ

の過去 20 年の運動の末、ようやく、 生活介護は区分３以上でないと使え

の細かい対応が必要な人が多くいま

自立支援法でこの生活介護事業にな

ないからです。こういうこともあり、

した。従来の障害程度区分では 1 か

りました。それまでは唯一、通所更

今、従来の区分の見直しが行われて

2 の人でも、今では、だいたい二次

正施設の職員配置が利用者 7.5 人に

います。現在の厚労省モデルを当て

判定で区分 6 になるようです。これ

職員 1 人の制度しかありませんでし

はめてみると、上記の人は一時判定

は運動の成果でした。しかし、精神

た。生活介護事業だと 1.7：１( 利

で区分４から５と出るようです。で

障害と発達障害では、まだこのよう

用者 : 職員 ) と雲泥の差です。この

も６にはなりません。区分は平成

な運動はありません。同じように、 「生活介護事業」という名前は変だ

２８年に新しくなるようです。一部

発達障害の中でも特に、高機能の自

と思われるでしょうが、もともとは、 の身体障害の人などからは、「区分

閉症の人たちにとって、障害制度

私たちが「社会参加支援」とか「活

をなくせ」という強い声があるよう
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ですが、我々は知的・精神は何らか

社会的にきちんと認識してもらう必

ておかねばならない経験ではないか

の区分の仕組みは必要であり、区分

要があります。障害の重さと支援の

と思うのです。そして母の私も毎年

はなくすべきではないと思っていま

必要度が高いということを認識して

どのタイミングで切り出そう、病院

す。我々の必要なサービスが認識さ

もらうことが重要です。そのために

の予約も必要だし、毎回待合室でも

れないからです。区分の改良は必要

はきちんとした区分を出して行くこ

注目を浴びなきゃいけない、ああ〜、

で、内容も変えていくべきだが仕組

とが必要だろうと考えます。

いつ行こうかな〜…なんて思ってい

みは大切です。必要なサービスは区

( 河村） るうちに昨年はついに受けそこなっ

分をしっかり上げていくことが大切

て、運悪く下の子も合わせ親子三人

です。さきの精神障害の人のように、

で感染してしまい最悪の結果に…。
ああもう、いや…。大暴れがわかっ

与えるべきであり、大阪で事件を起

息子のインフルエンザ
予防接種から

こした発達障害の人のように 30 年

インフルエンザの接種時期が来る

院へ連れて行き、本人に何も言わず

間引きこもっているような人こそ、 と、毎年憂うつで…でも年に一度の

にいきなり取り押さえて注射、とい

対人関係を構築し、人を本当に信頼

ことだし仕方ないと思っていまし

う手も使えたのですが、病院にくる

していく環境を作っていくことは重

た。また、大きな怪我や病気もなく

たびに注射をされると思うようにな

要です。この為には、濃厚な支援が

やってきたので、年に一度の予防接

ると普段の診察にも支障が出てしま

必要であり、この人こそ区分 6 でな

種くらいしか医療行為を受けること

い、ごまかすのも限界になってきま

いといけないと思われます。この人

がなく、このわずかな間の痛みを我

した。

たちは自分でお金も使うし、移動も

慢するという事に慣れておかない

接種してもかかってしまった年も

自分で出来るでしょう。しかし状態

と、これから先採血や点滴などが必

あったので、本人はそのしんどさは

からいったら、障害程度区分６にす

要になった時にまた大変な思いをす

知っています。そして楽しみにして

べき人であります。そういうことを

るだろうと思うと、やはり積み重ね

いた予定がことごとくキャンセルに

なった嫌な経験も身にしみていま

任せることに。今までは先生が打っ

がちゃんと周囲の人に伝えられない

す。それを本人によく言い聞かせ、 ていたのですが、中学生から看護婦

事で、うまくいかない原因がわから

洗濯も掃除もしない人には区分 6 を

ていた小さい時は、かかりつけの病

「これは、受けなければならないん

さんでも注射できますよといわれま

ずに何度も繰り返しながら試行錯誤

だよ」と納得させるのですが、順番

した。本人は「看護婦さんに打って

してきた事は沢山あります。しかし

が迫ってくるとウロウロ、ソワソワ。 もらいたい」というのでそうするこ

やっと気付いた時にいつも思うの

本を読んだり携帯であそばせたり、 とに。
「ママはあっち行って」とい

は、本人の納得のいくやり方を許せ

色々気を紛らわせてもやはりいざと

うので私はこっそりカーテンの隙間

る限り重視してやることだったのだ

なると、ちょっと小暴れ、やっぱり

から見ていました。何やら楽しそう

と、いつも気づかされる母です。そ

私と看護婦さんが抑えて注射、終わ

な雰囲気で、そして注射の針が刺さ

れさえ忘れなければこんな風に乗り

るとシクシク…年々からだも大きく

る瞬間から終わりまでずっと直視し

越えて行けることもあるのかな、と

なるので待合室でも目立ちます。そ

ている息子にビックリ！終わった

小さな希望がみえた出来事でした。

の帰りは「がんばった、偉かった」 後「痛くなかったよ」と笑顔でケロ
と言ってケーキや好きな本を買った

リ。今まで注射の針が刺さるのが怖

り、接種のお金も高いのに、さらに

いのだと思って、ずっとおさえて目

かさむ出費…。

をそむけさせていたのですが、注射

そして息子が中学になった昨年、接

器の針がいつ刺さるのかを見てない

種も一回になったのでよし、今年は

方が怖かったようです。つまり「痛

思い切っていつもより早い時期に！

いのはいつからいつまでで、始めと

と学校の代休の日に私と二人で病院

終わりがわかることでがまんができ

に行きました。やはりしぶしぶでし

た」ということだったのでしょう。

たが、もう自由なスタイルで注射を

今までのあの憂鬱とドタバタ騒ぎは

受けれたらそれでいいわ、と本人に

何だったのでしょう。これまで本人
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それをクリアしたら、早速、イス型

お友達も誘ったり、頑張ったご褒美

そりを借りて、スケートの体感から

に連れて行ったり、遠方なので多く

といえば、寒くて寒くて、外

はじめました。いきなり氷の上に立

はいけませんが、毎年１回か２回、

で遊ぶことより、家の中でＴ

つと、滑って一気に恐怖感がでて、 続けてきました。

スケートのエピソード

冬

ついつい家の中にこもってしまいま

でそれに、親もそれほど上手ではな

現

す。なので、うちは、私がスケート

いので、支えがあると安心です。

追いつけません。

Ｖやゲームばかりといった感じで、 嫌になってできなくなると思ったの

在、中学一年生、かなりのハ
イスピードで、滑って、私は

が好きだったので、娘が年長の冬、 滑ってあげると、反応がめちゃめ

スケートが体験できたことにより、

スケート初体験に、お父さんにも協

ちゃ良くて、にっこり顔！

自信ができたようで、小学校一年生

力してもらって行きました。

そこから、少しずつ、氷の上に立ち、 の時に家でインラインスケートを始

残念ながら、奈良県には現在スケー

少しずつ、少しずつ娘のペースに合

ト場はないので、大阪の柏原市青谷

わせて、休憩しながら、滑りました。 スケートと、同じだね。と思うこと

にあるアクアピアアイスアリーナに

氷にも慣れて、怖いと思う恐怖感が

で、食いつきもよく、怖がりなの

行きました。このスケート場のいい

なくなり、スケートの楽しさがわ

で、これも超スモールステップで、

ところは、屋内なので天候に左右さ

かったいい初体験でした。

進めていきました。少し滑れただけ

れることなく、初心者にはありがた

次の年には、パイプそりにステップ

で、いっぱい誉められることなの

いイス型そりと、パイプ型そりがあ

アップして、少しずつ、上手になっ

で、娘もはまって、毎日滑るものだ

ることです。料金は２０分３００円

ていくので誉めることも多く、本人

から、どんどんうまくなっていきま

です。ただ、一番の難関は、スケー

の自信にもつながったようでした。

したね。これも、スケートの上達に

ト靴を履くことです。なかなか動く

自分なりに、こけないように工夫し

役にたちました。アクアピアアイス

ので履かせにくい。重いから、嫌が

ながら、自分のペースで滑るように

アリーナのもう一つの良さは、二階

るかも。

なってきました。

に食堂があり、リーズナブルな食事

ができるのはもちろんのこと、二階
から一階のスケートリンクが見れる

今

ので、楽しいです。

ケートでした。ここは屋外スケート

１１月１８日（月）、１２月９日（月）、

真ん中のほうには、上手なフィギア

リンクでそりはないのですが、屋外

田原本福祉センター多目的室にて

の卵の子供たちが、よくくるくる

ならではの爽快感と、子供用と大人

河合先生による動作法からみた自閉

回っています。療育手帳は使えませ

用にリンクが分かれていて、横にス

症児（２回目、３回目）の勉強会が

んが、貸靴は、ホームページから無

ノーランドがあるので、小さいお子

ありました。

料券をプリントアウトしてもってい

さんは、雪遊びで楽しめるように

けます。娘は小さい頃は公園でも、 なっていました。詳しくはホーム

２

滑り台なども怖くて滑ることがあま

ページを見てください。ここは、入

参加していただき動作法を実際見せ

りできなくて、ブランコのみするよ

場料が療育手帳使えますよ。

ていただきました。

うな、自閉特有の興味の狭さで、何

を始めるにしても、０からの

何

その後、一人ずつ子供さんに動作法

スタートです。焦らず子供の

をためした感想をきいて、個々に

だろうか？と、考えさせられました。 ペースで、楽しさをわかってもらう

あった動作を細かく教えていただき

娘の場合、スケートを体験したおか

ことから始めると、自然と子供から

ました。動作法を少しずつつみあげ

げで、滑る楽しさを知り、インライ

やろうと誘ってきます。

ていき、本人の重心、正しい姿勢、

をしてあげたら、一緒に楽しめるの

めました。

年の冬休みのご褒美は、電車

療育部活動報告

に乗って、枚方パークで、ス

回目では、子供さんと来られ
た方がいたので、子供さんに

ンスケートを始め、キックボード、 かかわりのにくい特性の自閉ちゃん

体の動かし方を知る事により心の安

自転車、一輪車など。

だからこそ、楽しさがわかるまでは

定、集中力、スムーズな動きを獲得

こまものばかりですが・・・

ちょっと、その子のペースがあるの

し、意欲、自立へとつながっていく

興味が広がってきました。

で、ゆっくり、ゆっくり。

と教えていただきました。

また、スキーやスノボーにも挑戦し

楽しいことを増やしてあげましょ

ようかと、考えています。

う。

３

療育部

椋本

回目では、今回も前回とは違
う子供さんと来られた方がい
3
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施設見学と食事会の
お知らせ
２月に療育部会として施設見学と

）

等お応えしたいと思っていますので
役員までお知らせください。
お申込み・お問い合わせ
岡田

090-9041-5229

動作を教えていただきました。

食事会を予定しています。

携帯アドレス

全３回でしたが、個々にいろいろ聞

今回は、奈良市帝塚山にある「あお

docomo.ne.jp

いていただき細かく教えてもらえと

はに会、イーハトーブＳＯＲＡ」さ

てもいい勉強会になりました。

んへお伺いいたします。ぜひ皆様の

先日来、会員ご紹介で原稿いただ

河合先生ありがとうございました。

ご参加をお待ちしております。会員

いている方のメッセージは紙面のス

外の方もぜひご参加ください。

ペースの関係上、今月号の掲載とな

日時：２月４日（火曜）11：00 ～

りました。申し訳ございませんでし

見学、11：30 ～ 13：30 イーハトー

た。

療育部役員一同
♫参加者さんからの感想♫
動作法を教えていただいてから早

ブＳＯＲＡさんにて食事会

速家族に試してみました。家族の感

住所：奈良市帝塚山南 4 － 11 － 14

想として背筋を伸ばす動作法によ

最寄駅：近鉄富雄駅から 1.7 ｋｍ

り、硬くなっていた背筋が伸びた感

電話番号：0742-95-7227

覚だそうです。猫背がひどくなって

定員：１５名

きた我が子にもやっていきたいと思

食事会費（会員）：１０００円

いました。

（会員外）：１２００円
※現地集合、現地解散ですが、南部
の方や道が分からない方、交通手段
のない方は可能なかぎり乗り合わせ
音が苦手、人混みが苦手、偏食、あ

習い事頑張ってます！！

と散髪や医療機関での受診、習い事

んにちは、地域の支援級の小

こ

など我が家ではこんな風に頑張って

学校５年生の男の子です。小

ます、またはこんな風にすればでき

さい頃から絵を描くのが大好きで上

るようになりましたなど各ご家庭で

牧町のアトリエ創佳舎（フレンズま

の様々な工夫をきずなに載せたいと

きば）で絵を習ってます。障がい者

思ってます。

も一般の方も垣根を越えて習われ

是非、岡田までお寄せください

て、アートを通じてまわりに広く理

療育部役員

解してもらえる作品展や地域との交

ＰＣアドレス

流を目指されています。１０歳から

masami_okada0210@yahoo.co.jp

７５歳までの方が来られていて皆さ

携帯アドレス

ん自分のペースで独創的な自分の思

yellow-raum.0210@docomo.ne.jp

う世界をいきいきと描かれてます。
５０代の女性の障がいの方でかんで
んコラボ２１で最優秀賞受賞され大
阪で個展をされた方もおられるそう
です。曜日によって静かな日、子供
が多い賑やかな日があります。我が
息子は習い始めたところですがマイ
ワールド全開で自由に絵を描く時間
を楽しんでます。
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yellow-raum.0210@
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♫お知らせ♪
☆今年の NHK ハートフォーラム

１月２７日発行（ 5 ）

２０１４年

日 時：2014 年 9 月 13 日 ( 土 ）・14

月 26 日付で申請のあった標記のこ

日(日)

とについては、保険業法等の一部を

会場：山形テルサ

改正する法律（平成十七年法律第

今回は滋賀県自閉症協会の担当で

（JR 山形駅西口より徒歩 3 分） 三十八号）附則第 2 条第 1 項に基づ

す。

テーマ『さぁ、みんなで「自閉症ス

く特定保険業に認可しましたので通

日時は 2014 年６月１５日（日）

ペクトラム」について考えよう、山

知します。

会場：Ｇ－ＮＥＴしが（近江八幡市） 形で！』

記

認可年月日

平

成 25 年 11 月 28 日」と、やっと認

本田秀夫先生（精神科医・日本自閉

基調講演

本田秀夫先生

可がおりました。日本自閉症協会が

症協会理事・山梨県立こころの発達

前回の北海道大会もよかったです

今回、公益社団法人とならず一般社

総合支援センター所長）を 講師に

が、日本自閉症協会の全国大会は内

団の申請をするのも、この自閉症ス

迎えての講演が予定されています。 容が濃くすばらしいものですぜひ多

ペクトラムのための総合保障という

前もって先生の著書を読んでおくの

くの方の参加をお願いします。今か

セーフティネットである共済事業を

もいいです。岩波新書の「自閉症ス

ら予定にお入れください。後日申し

残すのが大きな理由でした。会員し

ペクトラム」単行本「アスペルガー

込みの詳細をいとしご・きずな協会

か加入できない分、保障内容が手厚

症候群のある子どものための新キャ

HP でお知らせします。

いため、全国で残してほしいという

庭でできること」単行本「子どもか

要求があった為です。奈良の皆様は
☆ ASJ 共済

もっともっと利用されると良いと思

ら大人への発達精神学ー自閉症スペ 「 厚 生 労 働 省 発 障 1128 第 1 号
クトラム・ADHD・知的障害の基礎と

成 25 年 11 月 28 日

実践」など

自閉症協会

☆日本自閉症協会第 23 回全国大会
in 山形

会長

厚生労働大臣

平

います。これからは日本自閉症協会

社団法人日本

が一つの保険会社となります。問い

山崎

殿

田村憲久：特定保

険業の認可について

ＳＫＩＰ教室
移転のお知らせ

晃資

平成 25 年 11

合わせ・申し込みは、
０３－５５６５－２０２０に電話す
れば専属スタッフが対応します。

勉強会をこれまで通り、新たな部屋

マーケット」参加等、資金活動を開

で続けていきます。新年度の助成金

始しております。
皆様のご家庭で眠っている不用

自閉症スペクトラムの支援の勉強

バン隊」の講演活動も調整しなが

品、趣味で作られている手作り品等、

をしたい、ＴＥＡＣＣＨプログラム

ら、活動場所の１つとして会員の皆

ご提供して頂ける方がおられました

の事をもっと知りたいと

様にも是非活用して頂けたらと思い

ら、ご協力をお願いいたします。

会員有志

で新大宮からスタートした「ＳＫＩ
Ｐ勉強会」。

ます。よろしくお願いたします。
【移転先】

その後助成金を頂き、大和郡山市泉

までご連絡下さい。

奈良市北之庄町１丁目７－５

原町に場所を移して活動を続けてき

３０８

徒歩３分）

者の方、支援者の方にご協力頂きあ

＊現在の泉原教室は

りがとうございました。

★活動資金の為のフリマ参加

この度、下記へ移転することになり

不用品、手作り品等、ご提供のご協

ました。

力お願い

以前よりスペースは狭くなりますが

１月末まで

にと

昨年度より役員にて「フリー

発行人：関西障害者定期刊行物協会
住

所：〒５４３－００１５
大阪市天王寺区真田山２－２

編集人：河村
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定

舟二

価：１００円

難いです。よろしくお願いたします。
連絡先：ＴＥＬ＆ＦＡＸ
０７４４－３３－４７５５
（留守電にメッセージを）
asj_nara_oomiya@yahoo.co.jp
( キャラバン連絡先と同じ )

ＳＫＩＰやキャラバン活動の資金

個別支援やＤＶＤ等、少人数での

又は、部会や

勉強会の時にご持参頂けましたら有

ウエストアベニュー

ました。多数の子どもさん達や保護 （大和郡山イオンより

下記まで連絡頂くか、近くの役員

東興ビル４F

毎月（１・２・３・４・５・６・７・８の日）発行

事業の計画と「奈良 HAHAHA キャラ

一九九六年五月一日発行第三種郵便物承認

リア挙行く：小・中学生のいま、家

